
【様式第1号】

会計：全体会計 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 93,345,756   固定負債 39,956,164

    有形固定資産 84,594,451     地方債 30,960,526

      事業用資産 42,169,836     長期未払金 41,988

        土地 16,840,775     退職手当引当金 4,200,382

        立木竹 -     損失補償等引当金 5,916

        建物 41,985,313     その他 4,747,352

        建物減価償却累計額 -18,323,123   流動負債 3,044,115

        工作物 4,645,280     １年内償還予定地方債 2,288,107

        工作物減価償却累計額 -3,124,807     未払金 147,461

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 200,000

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 282,463

        航空機 -     預り金 73,759

        航空機減価償却累計額 -     その他 52,325

        その他 - 負債合計 43,000,279

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 146,398   固定資産等形成分 95,696,801

      インフラ資産 40,188,214   余剰分（不足分） -38,925,652

        土地 3,983,357

        建物 6,895,804

        建物減価償却累計額 -2,969,491

        工作物 69,123,712

        工作物減価償却累計額 -38,924,885

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,079,717

      物品 9,831,269

      物品減価償却累計額 -7,594,869

    無形固定資産 1,563,603

      ソフトウェア 11,430

      その他 1,552,173

    投資その他の資産 7,187,703

      投資及び出資金 1,558,343

        有価証券 -

        出資金 1,553,830

        その他 4,513

      投資損失引当金 -520,177

      長期延滞債権 581,739

      長期貸付金 715,494

      基金 4,616,138

        減債基金 167,784

        その他 4,448,354

      その他 306,965

      徴収不能引当金 -70,799

  流動資産 6,425,671

    現金預金 3,400,298

    未収金 690,729

    短期貸付金 3,930

    基金 2,347,114

      財政調整基金 2,347,114

      減債基金 -

    棚卸資産 8,327

    その他 6,213

    徴収不能引当金 -30,940 純資産合計 56,771,148

資産合計 99,771,427 負債及び純資産合計 99,771,427

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：千円）

    その他 9,379

純行政コスト 23,883,172

    その他 11,012

  臨時利益 22,693

    資産売却益 13,314

    資産除売却損 29,535

    投資損失引当金繰入額 2,582

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 23,851,233

  臨時損失 54,632

    災害復旧事業費 11,502

  経常収益 4,445,347

    使用料及び手数料 3,962,916

    その他 482,430

      社会保障給付 3,175,803

      他会計への繰出金 -

      その他 14,017

        その他 277,471

    移転費用 14,217,213

      補助金等 11,027,392

      その他の業務費用 669,914

        支払利息 315,741

        徴収不能引当金繰入額 76,702

        維持補修費 935,977

        減価償却費 3,140,965

        その他 -

        その他 867,483

      物件費等 8,466,561

        物件費 4,389,619

        職員給与費 3,812,965

        賞与等引当金繰入額 271,135

        退職手当引当金繰入額 -8,691

  経常費用 28,296,580

    業務費用 14,079,367

      人件費 4,942,892

行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

会計：全体会計 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 56,859,535 95,031,996 -38,172,461

  純行政コスト（△） -23,883,172 -23,883,172

  財源 24,107,844 24,107,844

    税収等 16,649,959 16,649,959

    国県等補助金 7,457,884 7,457,884

  本年度差額 224,671 224,671

  固定資産等の変動（内部変動） 997,891 -997,891

    有形固定資産等の増加 4,619,880 -4,619,880

    有形固定資産等の減少 -3,193,374 3,193,374

    貸付金・基金等の増加 755,261 -755,261

    貸付金・基金等の減少 -1,183,876 1,183,876

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -316,901 -316,901

  その他 3,844 -16,184 20,028

  本年度純資産変動額 -88,386 664,805 -753,191

本年度末純資産残高 56,771,148 95,696,801 -38,925,652

純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



【様式第4号】

会計：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 55,916

本年度歳計外現金増減額 17,843

本年度末歳計外現金残高 73,759

本年度末現金預金残高 3,400,298

    その他の収入 -

財務活動収支 403,605

本年度資金収支額 239,427

前年度末資金残高 3,087,112

本年度末資金残高 3,326,540

  財務活動支出 2,171,472

    地方債償還支出 2,138,636

    その他の支出 32,836

  財務活動収入 2,575,077

    地方債発行収入 2,575,077

    貸付金元金回収収入 24,829

    資産売却収入 30,149

    その他の収入 82,074

投資活動収支 -2,113,438

【財務活動収支】

    貸付金支出 9,700

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,067,790

    国県等補助金収入 1,164,866

    基金取崩収入 765,871

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,181,227

    公共施設等整備費支出 3,769,413

    基金積立金支出 325,800

    投資及び出資金支出 76,314

  臨時支出 21,549

    災害復旧事業費支出 11,502

    その他の支出 10,047

  臨時収入 402

業務活動収支 1,949,260

  業務収入 27,030,356

    税収等収入 16,344,479

    国県等補助金収入 6,260,767

    使用料及び手数料収入 3,942,431

    その他の収入 482,678

    移転費用支出 14,217,213

      補助金等支出 11,027,392

      社会保障給付支出 3,175,803

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 14,017

    業務費用支出 10,842,736

      人件費支出 4,948,318

      物件費等支出 5,317,488

      支払利息支出 315,741

      その他の支出 261,189

資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 25,059,949


